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開     会 

 

○司会（高橋調整課長） 定刻となりましたので、ただいまから「第６回栗山川流域懇談

会」を開催いたします。 

 本日御出席の皆様には、大変お忙しい中お集まりいただきまして、まことにありがとう

ございます。私は、本日の司会進行を務めます千葉県山武土木事務所調整課長の高橋でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

資 料 確 認 

 

○司会（高橋） 開会に先立ちまして、お手元の資料を確認させていただきます。 

 資料は、「席次表」１枚、「出席者名簿」Ａ４・１枚でございます。 

 次に、ファイルにとじた資料がございます。 

 ファイルをめくっていただきますと、「議事次第」が１枚、次のページに委員名簿がご

ざいます。 

 それから、インデックスで「資料１」と書いてございます中に「栗山川の津波対策につ

いて」という資料がございます。 

 インデックスの「資料２」を開いていただきますと、「栗山川事業再評価」という資料

がございます。 

 インデックスで「規約」と書いてございますが、開いていただきますと規約がつづって

ございます。 

 以上ですが、よろしいでしょうか。 

 

委 員 紹 介 

 

○司会（高橋） それでは、次に本日御出席いただきました委員の皆様方の御紹介をさせ

ていただきます。 
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 座長の日本大学生産工学部土木工学科教授の小田様です。 

 学識経験者といたしまして、元柴山町立柴山古墳はにわ博物館館長の福間様です。 

 千葉県生物学会幹事の谷城様です。 

 九十九里地域水道企業団浄水課長の伊藤様です。 

 元千葉県海匝農業事務所所長の豊川様です。 

 栗山川漁業協同組合代表理事組合長の石井様です。 

 続きまして、関係住民の地元代表といたしまして、千葉県借当川沿岸土地改良区理事長

の布施様です。 

 多古町議会産業建設常任委員会委員長の木川様です。 

 横芝光町議会産業建設常任委員会委員長の鈴木様です。 

 なお、香取市栗源水稲機械利用組合長の紀伊元様、芝山町議会まちづくり常任委員会委

員長・戸井様におかれましては、欠席の報告をいただいております。 

 続きまして、関係市町長といたしまして、匝瑳市町太田様代理の建設課長・茅森様です。 

 多古町長菅澤様代理の副町長・岩澤様です。 

 横芝光町長の佐藤様です。 

 なお、成田市長・小泉様、旭市長・明智様、香取市長・宇井様、山武市町・椎名様、柴

山町長・相川様におかれましては、議会対応中のため欠席の報告をいただいております。 

 

確 認 事 項 

 

○司会（高橋） 次に、会議に当たりまして確認事項を御説明させていただきます。 

 本日の流域懇談会は、すべて公開で実施することとしていますので、議事の録音などを

行うことを、あらかじめ御了承を願います。 

 なお、会議時間は、会場の都合によりまして 16 時までとさせていただきますので、御

協力をお願いします。 

 次に、傍聴の皆様にお願いいたします。 

 傍聴されます皆様には、お配りしています傍聴要領に従いまして傍聴されますようお願

いいたします。 

 なお、傍聴要領にありますように、会議においては冒頭部を除き写真撮影、録画、録音

などを行わないよう御協力をお願いいたします。 
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 なお、冒頭部とは座長挨拶までとなりますので、御了承いただきたいと思います。 

 それでは、お手元の議事次第に沿って進めさせていただきます。 

 

挨     拶 

 

○司会（高橋） まず、事務局を代表しまして、千葉県山武土木事務所所長の鈴木より御

挨拶申し上げます。 

○鈴木千葉県山武土木事務所所長 こんにちは。第６回栗山川流域懇談会の開催に当たり

まして、御挨拶申し上げます。山武土木事務所の鈴木でございます。本日は、年度末のお

忙しい中、委員の皆様には御出席いただきましてありがとうございます。 

 栗山川流域懇談会につきましては、平成 13 年の２月に設立し、12 年目を迎えておりま

すが、その中で平成 15 年３月第３回の流域懇談会におきまして栗山川水系の河川整備計

画原案が承認されております。この整備計画に基づきまして河川整備を鋭意進めており、

現在はＪＲ総武線の直下流の栗山橋周辺の改修工事、及び粟島橋取付道路等の工事を実施

しているところでございます。 

 本日は、くしくも２年前の３月 11 日東日本大震災の起因となりました東北地方太平洋

沖地震の強く長く揺れる揺れ、それに伴いまして発生した津波によりまして多くの尊い人

命が失われた日でございます。当該九十九里浜沿岸でも、津波が海岸、河川の堤防を乗り

越えまして甚大な被害が発生し、尊い人の命が奪われております。亡くなられた方々の御

冥福をお祈りしたいと思っております。 

 県では、被害の減災をはかるため、九十九里浜沿岸域の海岸施設の整備高を T.P の４ｍ

から T.P の６ｍに、昨年の５月 22 日に変更したところでございます。これを受けまして、

海岸での津波対策事業と一体的な整備を図るため、栗山川へ遡上する津波への対策として

栗山川津波対策についてまず御説明をさせていただき、委員の皆様の御意見をいただきた

いと思ってございます。その後、栗山川の事業再評価について説明をさせていただき、委

員の皆様の御意見をいただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 今後とも栗山川の河川整備におきましては、皆様の御意見を伺いながら計画的に進めて

まいりたいと考えておりますので、御指導、御協力のほどをお願い申し上げまして、簡単

ではございますが、挨拶とさせていただきます。 
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 本日はよろしくお願いいたします。 

 

座 長 挨 拶 

 

○司会（高橋） 続きまして、座長の小田様より御挨拶をいただきます。 

 小田様、よろしくお願いいたします。 

○小田座長 ただいま御紹介いただきました、栗山川流域懇談会の今回から座長を務めさ

せていただきます、日本大学生産工学部土木工学科の小田と申します。専門は河川工学で

ございます。 

 本日は、議事次第にもございますように、２つの議事がございます。ぜひとも流域の

方々、それから関係市町、関係各位の皆様方におかれましては、活発な御意見、有益な御

意見をいただきまして、この流域の安全、それから環境ということで、よりよい河川をつ

くっていけたらいいなと思っております。 

 本日は、お忙しいところお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。きょ

う１日よろしくお願いいたします。 

○司会（高橋） ありがとうございました。 

 

議  事 

１）栗山川の津波対策について 

 

○司会（高橋） それでは、議事に入りたいと思います。 

 これから先の議事進行につきましては、座長にお願いしたいと思います。 

 小田様、よろしくお願いいたします。 

○小田座長 それでは、議事進行に先立ちまして、先ほど鈴木所長からもお話がございま

したが、本日は３月 11 日、２年前に未曾有の東日本大震災が発生いたしまして、たくさ

んの方々がお亡くなりになっております。14 時 46 分になりましたら１分間の黙禱を捧げ

たいと思います。この時刻に合わせまして、司会から御案内をさせていただきますので、

ぜひ御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速でございますが、議事次第に従いまして議事を進めさせていただきたい

と思います。 
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 本日の１件目の議事、「栗山川の津波対策について」ということで、県から御説明をお

願いいたします。 

○事務局（鵜澤主任） 山武土木事務所の鵜澤と申します。お手元の資料１「栗山川の津

波対策について」、スライドをごらんいただきながら説明いたします。座って説明させて

いただきます。よろしくお願いします。 

 千葉県の津波対策は、施設で防御する目標を「数十年から百数十年に一度程度の頻度で

来襲するといわれる津波から被害を防止すること」としています。千葉県では、平成 23

年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震による津波により、甚大な被害を受けまし

た。このため、銚子市県境から館山市洲崎までの海岸計画を定めている千葉東沿岸海岸保

全基本計画を、津波対策にポイントを置いて見直すこととしました。 

 具体的には、甚大な被害が発生した飯岡漁港から太東漁港までの九十九里浜ゾーンの防

護の見直しを他のゾーンより先行して実施し、海岸防護施設の高さを従前計画の T.P+4.0

ｍから 4.5ｍを T.P+6.0ｍないし一部 6.5ｍへ、1.5ｍから 2.0ｍ高く変更することとしま

した。このことについては、平成 24 年５月 22 日付でその変更図書を主務大臣へ提出し、

承認されたところです。 

 なお、海岸保全基本計画とは、国が定めた海岸保全基本方針に基づき沿岸ごとに海岸防

護の高さなど基本的事項を定めたものです。千葉県では、千葉東沿岸と東京湾沿岸の２つ

の沿岸に分けて計画されています。 

 こちらの図は、東北地方太平洋沖地震により千葉県内で発生した被害状況をまとめたも

のです。栗山川が流れる横芝光町においても、地震や津波による被害を受けました。主な

被害といたしまして、建物全壊が６棟、建物半壊が８棟、床上浸水が５棟発生しました。 

 こちらの図は、東日本大震災で浸水の被害を受けた全体図になります。栗山川では河口

付近において 0.5ｍから 1.0ｍ浸水しました。 

 こちらは、栗山川周辺の被災状況の写真です。①の写真は、津波により冠水した道路で

す。②の写真は、栗山川漁港で陸上に打ち上げられた漁船です。③の写真は、津波により

洗掘を受け、アスファルト舗装が壊された町道の被災状況です。 

 こちらは、津波や地震により被害の大きかった栗山川の被災状況の写真です。①の写真

は、地震により堤防天端の管理用道路が割れた状況です。②の写真は、津波の力により堤

防の護岸部分が崩壊し、流されてしまいました。このように海岸部だけでなく、河川にお

いても津波対策が必要であると考えられます。 
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 こちらは、木戸川周辺の写真ですが、津波による浸水によって家屋が被害を受けた写真

です。①の写真は、津波によりコンクリート塀が押し倒されてしまい、家屋の一部も破壊

されているものです。②の写真は、プレハブの２階建ての建物が流されてしまったもので

す。 

 このように、陸上に遡上した津波は、簡易な構造物は容易に押し倒し、押し流すエネル

ギーを持っていることがわかります。そのため、津波が越えない対策が必要となります。 

 被災状況についての説明は、以上で終わります。 

 では、河川の津波防御方式について、どのような方式とするか説明します。 

 河川を遡上する津波に対する防御方式については、一般的に堤防方式と津波水門方式の

２つがあり、経済性、施工性、及び維持管理などの視点から選定していきます。 

 まず、河口部へ水門を設置する津波水門方式については、地震時に停電で電源が喪失し

たり、津波発生時に河口付近は危険で近寄れないなど適切に水門操作が行えないことが予

想されます。また、いつ来るか予測できない津波に対し、いつでも適切に稼動できるよう

メンテナンスをしていかなくてはならないことなど、多くの課題があります。そのため、

栗山川の津波対策には、堤防方式を採用することとしました。 

 津波対策を検討する区間として、津波の高さがおおむね現況の堤防の高さを下回ると予

測される位置が、屋形橋上流であることから河口から約 1.4 ㎞の区間を津波対策の対象範

囲としました。 

 この図は、嵩上げする高さを縦断的に示したものです。海から河口に侵入した津波は、

漁港部で断面が急激に広がるため津波水位は T.P+3.6ｍ程度まで下がります。その後、上

流に向かってさらに下がっていき、河口から約 1.4ｍ付近で現況の堤防高まで下がります。

なお、このときの堤防は、地震による広域地盤沈下の影響を約 50 ㎝考慮し、堤防嵩上げ

を行います。このようなことから、津波が堤防からあふれない高さまで現在の堤防を嵩上

げする必要があります。 

 こちらが、嵩上げ方式のイメージ図です。現況の堤防高さより津波高さのほうが高くな

ることから、津波が遡上した場合、栗山川の河川堤防から津波が越水し、周辺の宅地や水

田に浸水被害を発生させることになります。このため、図の赤部分の箇所に土を盛って現

在の河川堤防を嵩上げし、津波の越水を防御する構造としています。嵩上げする堤防の法

面の処理方法については、堤防の両面及び上面を津波の遡上に対し簡単に壊れないコンク

リートブロック等の適切な方法で処理いたします。 



- 7 - 

 

 こちらが、堤防方式のイメージとなります。現況堤防を活用するといった工夫をし、河

川堤防を築造したいと考えています。 

 こちらは、パラペット構造のイメージ図です。堤防嵩上げ同様、津波高さまで嵩上げい

たしますが、樋管、水路、敷地の出入口等の条件により堤防の嵩上げが不利な場合は、パ

ラペットというコンクリート製の壁を立てることにより津波による浸水を防ぎます。なお、

これら２つの基本構造を併用して極力河川用地の中で整備を進めていきます 

 こちらが、パラペット方式のイメージとなります。栗山川の河川整備計画原案には津波

対策の記載がされておりませんが、今後は津波対策事業を追記していきたいと考えており

ます。 

 以上で、栗山川の津波対策についての説明を終わります。よろしくお願いします。 

○小田座長 どうもありがとうございました。 

 ただいま、議事の１番目「栗山川の津波対策について」ということで説明をいただきま

した。それでは、１件ずつ御討議、御意見等をいただきまして議事を進行させていただき

たいと思います。 

 それでは、ただいまの御説明につきまして、御質問、コメント、御意見等がございまし

たら、よろしくお願いいたします。 

 栗山川、くしくもきょう３月 11 日ということで、津波対策を各河川で今非常に頻繁に

いろんな対策を行っているところでございます。この川も、当然のことながら想定される

津波に対する何かしらの対策をしなきゃいけないということで、基本的には堤防嵩上げ、

パラペットという形で遡上してくる津波を防御しようというものでございます。 

 御意見ございますでしょうか。 

○豊川委員 今、御説明いただいた約 1.4 ㎞まで遡上するんだという話を伺いました。こ

れは綿密なシミュレーションをやられたと思いますが、私なんかが、よく千葉で言われる

歴史的な津波であります、最近で言えば元禄津波でしょうけれども、それらから考えて、

もっといくんじゃないかなと思っていたのが本音のところの感情です。それからすると、

意外と少ないな、距離が短いなという気がしたところが、まず第 1点でございます。 

 それから、津波を阻止する方法としては、先ほど説明があったように、堤防方式と津波

水門方式があるわけですが、これは津波を対象としていないんでしょうけれども、例えば

大阪なんかは安政の大津波を受けたりしていますが、これは水門方式を使っております。 

 あと、世界的に有名なのは、ラインもそうですけど、テムズ川もそうですけれども、割
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と水門方式を使っております。今回そういう点では閉めに行った方が亡くなったというよ

うな問題があって、非常に水門に対して警戒感があるのかなという気はしますが、一般的

にそういうこともあるんだろうけれども、津波をとめるには水門方式のほうが多いんでは

なかろうかなという気も、私は個人的に思っていたものですから、ちょっと奇異に思いま

した。 

 それから、同じような長い海岸線を持っている、いわゆる宮城県の名取から阿武隈川に

関する地域だとか、あるいは早くから東海沖地震の検討をされていた静岡県、それから神

奈川県なんかの、大河川はともかくとして、栗山川と同程度か、あるいはそのぐらいの河

川は、どのような対応をされているのかなということを、ちょっと調べてみたいなという

気がいたしました。 

 以上でございます。 

○小田座長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの御質問につきまして、県のほうはいかがでしょうか。 

○事務局（佐藤課長） 栗山川の遡上距離なんですが、このモデルとなった地震は元禄地

震をモデルにしております。その結果が 1.4 ㎞であります。短いのか長いのかというと、

その辺は何とも言えないんですが、ただ、すべての地震に対してこの津波対策で防げると

は、我々も考えておりません。したがって、この津波対策、堤防の嵩上げ方式プラス市や

町で策定する防災対策とあわせて総合的な津波対策として考えていきたいと思っています。 

 それから、水門方式と嵩上げ方式なんですが、比較いたしますと、水門方式のほうがは

るかに堤防嵩上げ方式より莫大なお金がかかる。それから、住民の皆様は、非常に今いつ

来るかわからない地震、津波、また防災対策に対して非常に意識を持っております。我々

としましては、今すぐできる防災対策という意味で今現在堤防嵩上げ方式を採用いたして

おります。 

 この２つでよろしいでしょうか。失礼いたしました。 

○小田座長 ありがとうございます。 

 高さへの対応については、また今後ちょっと調べて、何かしらの機会に触れていければ

と思いますけど、基本的には栗山川も堤防嵩上げ等のハードと、それからソフトで対応す

るという県の御説明でございました。当然、今回嵩上げするにしても、すべての津波に対

して対応できるわけではございませんので、そういうところも今後いろいろ検討の中に上

がってくるかと思いますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 
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 ほかに御質問、コメント、御意見等ありますでしょうか。 

○伊藤委員 九十九里地域水道企業団の伊藤と申します。 

 先ほど堤防方式で行うということで、津波に対してはそれなりにいいと思うんですが、

例えば、流域の液状化によって１ヵ所でも崩壊されると、一気に損害が出ると。そんな観

点で、液状化の対策の辺はある程度検討されているんでしょうか。多分、栗山川の流域っ

て水脈が高いと思うんですね。その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

○事務局（佐藤課長） この遡上距離の 1.4 ㎞の中で、数ヵ所のボーリングを行いました。

このシミュレーションのモデルとなった地震に対して、液状化するかどうかもすべて検討

いたしました。その結果、今現在では液状化しないという結果を得ております。 

 以上です。 

○小田座長 よろしいでしょうか。 

 ほかに御意見、御質問、コメント等ございますでしょうか。 

 いろいろこの堤防方式を採用するに当たって、さまざまな検討が多方面からなされてい

ることはこれでわかったかと思いますが、いかがでございましょうか。 

 地元の代表として土地改良区の布施さん、いかがでしょうか。何か御質問等ございます

か。 

○布施委員 聞くことはないんですが、私ども栗山川の支流、借当川というところの沿岸

の土地改良区なんですけれども、当時篠本堰のせき止めによって用水を活用している立場

ですので、この堤防方式とか津波水門方式とかというのは直接かかわりは薄いものですか

ら、特にコメントということはありませんが、うちのほうの地盤はかなり悪い状況なもの

で、この間の 3.11 の震災のときにも、やはり送水管等被害を受けております。それで、

今後としては、いわゆる地盤の改良ということはなかなか難しい話ですが、揚水機場等を

含めた中で地盤の改良等を含めながらやっていかなきゃしょうがないかなというような考

え方で今おります。 

 以上です。 

○小田座長 どうもありがとうございました。今後も維持管理も含めながら進めていくと

いうことで対応していただければと思います。 

 ほかに御意見、御質問等は。 

○谷城委員 千葉県生物学会の谷城と申します。 

 河口から 1.4 ㎞ぐらいまでのところということで、今写真、資料、９ページの地形図を
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見ているわけですが、ちょうど右上から左下にかけてずうっと住宅地が並んでいる海岸線

に平行したところがありますけれども、これは九十九里平野が今から 5000 年から 7000 年

前に陸化していくときに、浜堤と言うんですが、浜堤になっていた場所で、やや高い場所

になります。ですので、基盤的には先ほど県からも話がありましたが、ある程度安定して

いるという様子に見ています。 

 ただ、この浜堤列の河口から 1.4 ㎞までのところを赤く塗ってある、すぐ上のあたりと

いうのは、浜堤列の後背湿地に当たります。海岸と平行してどんどん堤ができていって九

十九里平野が誕生したわけですが、その時期にこの浜堤列と浜堤列の間というのは、ずう

っと湿地、池になっていた場所で、地盤的には非常に緩い場所です。たまたま 1.4 ㎞まで

のところは、それが後背地に引っかかってないんですが、ちょっと上に行きますと、この

地図で言うと５㎜か１㎝ぐらい上のほうに行きますと、ちょうど後背湿地あたりにかかる

と。非常に地盤の緩い場所だろうと思われますので、そういう意味では工事をやっていく

上で知恵も必要なのがこのあたりかなというような感じを受けています。 

 それから、堤防間嵩上げについてなんですが、先ほど写真にもありました現況の堤防に

大分ひび割れが入っているというのが屋形橋の上流の右岸あたりで確認されているようで

すけれども、これは基盤をしっかりとして嵩上げしないと、その基盤のほうから緩んでき

てしまいますので、それなりの予算の手当て等もできているのかどうか、それもお尋ねし

たいところです。 

○小田座長 今、２点御質問等があったかと思います。湿地については質問というよりは

コメントという形でとらえさせていただいたほうがいいかと思いますが、ひび割れにつき

ましてはいかがでしょうか、工事を今後進めるに当たりまして。 

○事務局（佐藤課長） 工事を進めるに当たりましては、その周辺のブロック等をよく精

査した上で、これが地震が来たときに被害を及ぼすというような判断ができたら、やはり

そういうものは撤去して新しいものに変えていきたいと考えております。 

○小田座長 基本的には、ひび割れを受けないようにしっかりと工事をするということで

よろしいかと思いますけど。 

 今のでよろしいでしょうか。 

 ほかに御意見、コメントございますでしょうか。 

○佐藤委員 当町の町長の佐藤でございます。ふだんいろいろとどうもありがとうござい

ます。 
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 この説明会、地元でもやらさせてもらって、できるだけ早くやっていただいて、地元の

安全・安心のさらなるものを図っていただければありがたいなと思いますし、今後、将来

的な見通しの中で、これからまたずっと上流のほうについて幅を拡張していく状況の中で、

ゲリラ豪雨災害ですとかというものに対しても、この間の津波では、この 1.4 ㎞よりもも

う数百ｍ、１㎞ぐらい上流においても、木戸橋のあたりは４ｍなんですか。 

○事務局（佐藤課長） ４ｍ以上あります。 

○佐藤委員 その地域の住民の人たちから見ると、かなりぎりぎりのところまで来ていた

という話もあるので、今後川全体の容量が拡大されるにつれて、さらなるというものを検

討課題の中に入れておいて長期展望を図っていただければありがたいなと思っています。 

 以上です。 

○小田座長 どうもありがとうございました。今後、またいろいろな計画等も含めまして

河川整備を進めると水通りがよくなりますので、さらにということで検討していただけれ

ばと思います。 

 ほかに御意見は。 

○豊川委員 さっき液状化の話が出ていたものですから、蛇足ですが、たまたま私なんか

農地の災害をこの前この辺でも担当したわけですけれども、砂鉄を掘ったところが堤防の

付近になければいいなと実は思いました。というのは、実は九十九里に沿ったところで液

状化を起こしたところは、全部昔砂鉄を掘ったところなんですね。それを埋め戻したとこ

ろが全部液状化したものですから、そういうところの上にあったりしたらまずいなという

気がしただけです。 

 そんなことで、過去の履歴にも注意していただければ、さっき、いわゆる砂丘列の問題

もお話がありましたが、同じように後でそういう産業が入ったところが、実は砂鉄のなか

なか良質な産地だったようですので、そういうところが液状化をかなり起こしたことがあ

ったものですから、参考までにお話し申し上げました。 

○小田座長 そういう過去の砂鉄を掘ったところは、後で資料があれば調べていただいて、

御対応できればしていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 ほかに御意見ございますでしょかう。 

○鈴木委員 地元の議員の鈴木と申します。 

 資料６ページなんですが、私も被害の後すぐに視察に行ったんですね。すると、そこの

地割れしているところですけれども、ちょうど写真の左側の田んぼがやっぱり液状化して
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実際に吹き上がっていたんですよ。先ほど液状化してないとお聞きしたんですが、工事を

やるときには護岸のほうは強固にやっていただきたいと思います。 

 以上です。 

○小田座長 ６ページの①のほうですか。 

○鈴木委員 はい。 

○小田座長 ①のひび割れしている左側のほうですね。 

○鈴木委員 この田んぼが液状化しているんです。 

○小田座長 ここも液状化した形跡があるということですので、後で調べていただければ

と思います。 

 何か特にコメントとかございますか。 

○事務局（佐藤課長） 今回この地震対策のモデルは元禄地震で、数十年から百数十年に

一度ということでやっています。今の委員の意見で、このわきの田んぼのほうで液状化が

見られたということなんですが、この地域での東日本大震災になりますと数百年に一度の

規模になりますので、元禄地震の数十年から百数十年に一度には該当しないというか、ち

ょっと表現は悪いかもしれませんが、一応そういうモデルでやっていますので、一応ボー

リングの結果からは、という形で今やっております。 

○小田座長 どうぞ。 

○谷城委員 先ほどその地図を見ながら、赤でやっているのは基盤が安定しているんじゃ

ないかという話をしましたが、浜堤列なんでということで言ったんですけれども、河川改

修がされる以前の川の流れを確認したほうがいいと思います。河川改修で今こういう直線

的な川になりましたが、以前は非常に蛇行を繰り返していて、特にこの河口付近ではいろ

んな湿地がこの周辺に点在していたはずです。古い地図、例えば明治 18 年につくられた

陸軍の迅速図というのがありますが、そのあたりでこの河口付近で旧栗山川がどういう蛇

行をしていたのか、この周辺でどういう湿地がどんなふうに分布していたのかあたりを調

べますと、液状化を起こしやすい状況、場所がピンポイントで出てくるんじゃないかなと

いう気がしますので、どうか古い地図も参考にしていただきたいと思います。 

○小田座長 どうもありがとうございます。 

 川も旧河川に戻りたがる性質があると私も聞いたことがございますので、そこら辺も含

めて旧河川が流れた後を調べることができれば、液状化ともあわせて今後綿密な計画を立

てられる方がいますので、ぜひそこら辺も検討していただければと思います。 
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 どうも御意見ありがとうございました。 

 ほかに御意見ございますでしょうか。 

 津波につきましては当然やらなればいけないことだとは思いますので、今回議事の 1番

目ということで、栗山川の津波対策を新規事業ということで追加することに御異議ござい

ませんでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○小田座長 ありがとうございます。それでは、新規事業として追加して事業をしていた

だくということで、よろしくお願いいたします。 

 

２）栗山川事業再評価 

 

○小田座長 続きまして、２番目の議事でございます。「栗山川事業再評価」ということ

で、県から御説明をお願いいたします。 

○事務局（鵜澤主任） 引き続き、お手元の資料２「栗山川事業再評価」について、先ほ

どと同様スライドを使って説明いたします。 

 まず、事業再評価を実施する目的ですが、おおむね５年ごと、または事業を取り巻く社

会情勢の変化により、評価の必要が生じた時点で実施し、事業をチェックして今後の事業

の実施方針について検討を行うこととしています。今回の栗山川の事業再評価は、前回の

事業再評価から５年たっていることから今回御審議いただくことにいたしました。 

 事業再評価の視点ですが、１番に、社会経済情勢等周辺状況、地元情勢の変化等につい

て評価を行います。 

 ２番に、事業の投資効果、いわゆるＢ／Ｃと言われるもので、継続中の事業については

これまでの実施済み部分を含む事業全体の費用対効果分析と、残事業に対する費用対効果

分析の両方を行うこととし、この事業にお金をつぎ込む価値があるかといった視点で評価

します。 

 ３番に、事業の進捗状況、現在継続中の工事がどのくらいまで進んできているのかとい

ったところの視点で評価を行います。 

 ４番に、事業進捗の見込み、事業実施のめど、進捗の見通しを評価します。 

 ５番に、コスト縮減、代替案の可能性として安価に仕上がるコスト縮減や、他の方法は

ないかなどの見直し等を行っていけるかどうか検討します。 
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 以上、５つの視点から評価いたしました。 

 栗山川は、その源を成田市の下総台地に発し、太平洋に注ぐ流域面積 284.5 ㎢、流路延

長約 38.8 ㎞の千葉県管理の二級河川です。流域は、成田市、匝瑳市を初めとして５市３

町にまたがっています。栗山川は、現在平成 15 年に流域懇談会で御承認をいただいた河

川整備計画原案に基づき河道改修を進めています。今回の事業再評価の対象範囲は、栗山

川の河口から多古町にある飯土井橋まで 17.2 ㎞が対象で、全体事業に対する再評価を行

い、平成 25 年度以降の残事業に対する継続の可否の評価を行います。 

 次に、平成 15 年３月にこの流域懇談会で御承認いただいている栗山川の河川整備計画

について説明いたします。 

 栗山川に関しては、１、「治水は平成 11 年 10 月洪水相当の災害に対し、家屋及び幹線

道路の浸水被害を軽減する」となっており、栗山川本線の河道はおおむね 10 年に 1 回程

度の洪水に対応する計画です。 

 ２、「利水は現状の河川の利用状況の維持」となっています。 

 ３、「環境の目標は、多様な生息・生育環境の保全、創出などを目標」としています。 

 工事を実施する範囲は、栗山川の河口から３㎞までは 10 分の 1 断面で改修済みである

ため、３㎞地点から飯土井橋下流までの 14.2 ㎞、多古橋川の栗山川合流点から多古橋ま

での 2.4 ㎞、借当川の栗山川合流点から借当橋までの 2.5 ㎞です。 

 河川整備計画における栗山川の代表断面です。河口から約８㎞の国道 126 号付近を示し

ております。なお、現在は早期に整備区間全体の治水安全度の向上を目指して、まず河道

拡幅と築堤を優先して実施しています。これにより、おおむね５年に１回の洪水に対応で

きる５分の 1対応断面が整備されています。この改修が上流まで到達の後、河床部分を掘

削して河川整備計画規模の 10 分の１対応断面に段階的に改修していくことにより、上下

流のバランスを図りながら整備区間全体として治水安全度を向上させていきます。 

 栗山川の現状について説明いたします。 

 栗山川の流域には、中流部に多古町、下流部に横芝光町の中心市街地があり、千葉中心

部と九十九里や銚子を結ぶ国道 126 号、国道 296 号等の幹線道路やＪＲ総武本線が通って

おり、千葉県東部を結ぶ重要路となっております。 

 栗山川は、両総用水や房総導水路としても使用されており、利根川から取水された用水

が横芝堰により堰上げされ、両総用水及び房総導水路に取水されています。 

 栗山川では、平成 11年 10 月に大規模な浸水被害が発生しており、多古町の中心部や主
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要幹線道路である国道 296 号等が浸水し、住民の生活や物流に支障を来しました。 

 栗山川の浸水被害は、河道断面が小さいことにより栗山川の水位が上昇し、流域に降っ

た雨が排水できずに周辺の水田や宅地への浸水が発生します。 

 中流部は、両総用水の導水のため現在の河道に整備されていますが、国道 126 号より下

流は流下能力が小さかったため、下流から河道拡幅と橋梁のかけかえ等の河道改修を実施

してきております。 

 次に、航空写真により整備区間の状況を説明します。 

 この写真は、下流部の完成済み区間である木戸大橋付近の状況で、10 分の１断面に改

修済みです。河口から約６㎞地点である横芝堰周辺の写真で、５分の１断面で改修済みで

す。横芝堰、ふれあい橋は 10分の１断面に改修済みです。 

 こちらは、河口から約７㎞地点の栗山橋周辺の状況です。栗山橋のかけかえも完成して

おり、銚子連絡道路まではおおむね５分の１断面で改修済みです。拡幅のイメージをお示

ししますと、赤い線がもとの川幅ですが、拡幅後は約 100ｍの緑の川幅になりました。 

 こちらは、未改修区間である河口から約 14 ㎞地点の篠本堰付近の状況です。 

 こちらは、事業実施区間上流端である河口から約 17 ㎞地点の飯土井橋付近の状況です。

画面の左側に見えるのは、多古町の市街地となっております。 

 栗山川においては、下流部や多古大橋付近に階段護岸や木道などを整備し、河川に親し

めるような配慮をしています。多古大橋の上流では、栗山川沿線に植えられたアジサイの

時期にはあじさい祭りが開催されており、道の駅の整備と河道整備を一体として整備し、

河川内の木道、遊歩道を整備しています。 

 栗山川には、さまざまな魚類が生息していることから、改築された横芝堰には魚道を設

置し、魚の遡上等に配慮しています。 

 河道改修に当たっては、在来の河岸植生が保全されるように配慮していきます。 

 山武土木事務所管内では、平成 23 年に特定外来植物の調査を実施したところアレチウ

リやミズヒマワリ等が多く確認されました。 

 栗山川水系では、外来種の群落面積が他の河川より大きくなっています。 

 栗山川では、特にミズヒマワリの繁茂が他の河川に比べて非常に多くなっています。 

 ミズヒマワリは繁殖力が旺盛で、クローン成長によって広がり、洪水時の流水阻害や河

川管理施設の操作妨害を引き起こす可能性があることから、平成 22 年度から平成 24年度

にかけて環境大臣の確認を受けて除去作業を実施しており、これまでに約 7300 ㎡の除去
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を行いました。今後も、河川改修と合わせて特定外来植物の除去の実施を検討していきま

す。 

 ここからは、冒頭に説明いたしました再評価の視点に沿って説明していきます。 

 初めに、事業の必要性について説明いたします。 

 社会経済情勢については、平成 23 年３月 11 日の東北地方太平洋沖地震後から、河口付

近で生活する人々は、いつ訪れるかわからない津波に対して恐怖心を抱いている反面、防

災に関する意識が向上している。 

 栗山川の河口部には漁港があり、住宅等が連担しており、津波による被害が発生してい

ます。 

 また、銚子連絡道の開通や多古大橋付近の道の駅の開業により、人や物の移動が多くな

ったり、河川沿いにも人々が集まってきています。 

 地形の状況については、栗山川の河口部は遠浅な海岸で九十九里浜となっており、下流

部流域の低平な地形が国道 126 号付近まで広がっています。 

 栗山川下流部の地盤高は、標高０～２ｍ程度であり、そこに栗山川の堤防が３～3.5ｍ

の高さで築堤されています。そのため、津波による溢水や堤防の破堤等が発生すると甚大

な被害につながることとなります。 

 国道 126 号より上流は、栗山川が丘陵地の間を流れており、周辺には水田等の農地や市

街地が広がっています。 

 事業の投資効果について説明いたします。 

 事業の費用対効果は、総便益Ｂと総費用ＣからＢ／Ｃによる投資効果を分析します。総

便益については河川改修事業の結果、被害が解消されることによってどれだけの恩恵を受

けるかをお金に換算したものとなっております。 

 一方で、総費用については、河川改修事業の建設費や維持管理費など事業を行うために

必要なお金となっております。これら総費用と総便益をもとに、費用対効果を比較算定し

た結果が１を上回れば投資効果があると判断します。 

 全体事業の投資効果を算定します。 

 投資効果を算定するために、河道改修が実施されていない状態での河川整備計画案規模

の洪水が発生した場合に、想定される浸水区域を検討しました。平成 15 年当時の河道に

整備計画規模の雨を降らせた結果、想定される洪水によって引き起こされる最大の浸水区

域は、おおむね 1969ha と推定され、約 655 世帯、2762 人の方が浸水被害を受けると推定
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されます。 

 河川改修を行った結果、浸水被害が解消し、図中の着色部がなくなります。氾濫区域の

面積が０となり、浸水被害額も０になります。 

 全体事業の投資効果を算定しますと、事業を実施した後は浸水被害が解消され、その後

50 年間にわたって治水効果を発揮するものとし、そのときの総便益は 449.6 億円ですが、

将来の経済効果を現在価値に換算すると 175.8 億円となります。これが総便益Ｂとなりま

す。 

 総費用の算出ですが、平成 15 年以降の事業費は 109.9 億円であり、事業実施中及び事

業完了 50 年間にわたる維持管理費を足した金額が総費用 144.8 億円となり、これらの各

費用を現在の価値に換算すると 110.1 億円になります。これが総費用Ｃとなります。 

 事業の投資効果の結果から、総便益Ｂ÷総費用Ｃを算出しました。栗山川の河口から飯

土井橋までの区間のＢ／Ｃは 1.6 となり、投資効果は高いことがわかりました。 

 これまで全体事業としての再評価を実施してまいりましたが、平成 25 年度以降の残事

業としてとらえた場合の費用対効果を全体事業と同じように検証してみました。 

 投資効果を算定するために、平成 24 年時点での河道状況で河川整備計画規模の雨を降

らせ、洪水が発生した場合に想定される浸水区域を検討してみました。 

 この区域の面積は 1969ha と推定され、655 世帯が浸水区域内に存在すると想定されま

す。この結果を用いて、総便益Ｂの算出を行います。 

 総便益Ｂです。全体事業と同様に算出した結果、129.6 億円となります。 

 続きまして、総費用Ｃの算出ですが、同じく全体事業と同様に算出した結果、46.0 億

円となります。 

 以上の結果から、残事業の費用対効果、総便益Ｂ÷総費用Ｃを算出しました。栗山川の

残事業のＢ／Ｃは 2.8 となり、投資効果は高いことがわかりました。 

 次に、事業の進捗状況について説明いたします。 

 現在の進捗率は 64.3％と約半分以上が終了しております。狭窄部となっていた銚子連

絡道路よりも下流の河道拡幅がほぼ完了し、今後は銚子連絡道より上流について、おおむ

ね５年に１回の相当規模で改修を進めます。その後、下流から河川整備計画規模に対応す

るための河床掘削等を実施していく予定です。 

 次に、事業の進捗の見込みの視点について説明します。 

 事業の進捗状況でも御説明したとおり、銚子連絡道路より下流は、おおむね用地買収を
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伴うような河道拡幅等は完了しており、今後は築堤や河道内の掘削等が主な事業となりま

す。 

 なお、銚子連絡道路より上流の改修に当たっては、設計等がおおむねまとまってきたこ

とから、今後は用地買収を進めながら工事を実施します。 

 次に、５つ目の視点のコスト縮減や代替案立案等の可能性の視点です。これは今後の事

業が経済的に継続できるのか、または今の事業を継続するのではなく、別の方法はないか

というものを確認するものです。 

 まず、コストの縮減ですが、現在までの工事におきましても、さまざまなコスト縮減対

策を行っています。左の写真は栗山橋のかけかえ工事に伴う迂回路の仮設橋ですが、これ

は橋梁工事で発生した鋼材を再利用して建設したものです。 

 右の写真は、工事により発生したコンクリート塊を通常は廃棄処分するのですが、これ

をさらに再利用して河川護岸の根固め工の一部として利用しています。また、河道掘削に

より発生した土砂も、できる限り築堤材料として利用しています。 

 代替案の可能性につきましては、代替案として水をためる調節池の設置などが考えられ

ます。しかし、既にお話ししたとおり、６割以上の工事が進捗した現在の状況では、調節

池を設置するよりも、今まで改修した河道の能力を有効に活用できる単独の河道改修案の

ほうが、手戻りがなく効率的です。 

 さらに、調節池を設置する場合は、広大な土地が必要となり、社会的な影響が大きいと

ともに、用地買収費用がかさむなど不経済な計画となってしまいます。したがいまして、

このまま河道改修のみを上流まで続けていく案が最も妥当な計画であると考えております。 

 また、対策が急がれている津波対策は、数十年から百数十年に一度発生することが予想

される津波でシミュレーションを行い、浸水区域図を作成しました。この結果、想定され

る最大の浸水区域は、おおむね 59.1ha となり、津波対策を実施することでこの中の資産

が守られます。 

 津波対策事業の進捗状況ですが、期間は平成 23年度から平成 27年度までの５ヵ年を予

定しています。 

 平成 23年度は測量等の現況調査を実施し、今年度の平成 24 年度は津波対策の基本検討

及び詳細設計を実施しました。ことしの１月、２月で関係機関及び地元に対し説明会を行

いました。津波対策事業の事業期間が平成 27 年度までとなっていることから、早期に工

事を発注したいと考えています。 
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 津波対策の地元説明会の開催の結果、津波対策における地元意識が高く、早期完成を望

んでいます。 

 次に、先ほどの栗山川の津波対策でも説明しましたが、河川を遡上する津波に対する防

御方式については、一般的に堤防方式と津波水門方式の２つがあり、経済性、施工性及び

維持管理などの視点から選定していきます。 

 しかし、河口部へ水門を設置する津波水門方式については、地震時に停電し、電源が喪

失したり、津波発生時に河口付近は危険で近寄れなかったりして、適切に水門操作が行え

ないことが予想されます。また、いつ来るか予測できない津波に対し、いつでも適切に稼

動できるようにメンテナンスをしていかなくてはならないことなど、多くの課題が存在し

ます。そのため、栗山川の津波対策には堤防方式を採用することとしました。 

 以上の全体事業、残事業に加え、津波対策事業の検討の結果を踏まえて、栗山川の事業

に対する対応方針案を示します。 

 視点（１）の①の社会経済情勢等は、栗山川流域は市街化が進み、交通網の重要幹線が

通っています。 

 視点（１）の②の事業の投資効果は、全体的な判断は投資費用の 1.6 倍の効果があり、

平成 25 年度以降の残事業でも投資費用の 2.8 倍の効果があることがわかりました。 

 視点（１）の③の事業の進捗状況は、昭和 49 年から事業を継続しており、現在 64.3％

が終了しています。今後、河川整備計画規模に対応するための河道改修を実施していく予

定です。 

 視点（２）の事業進捗の見込みについては、用地買収を伴う河道拡幅区間のほとんどは

拡幅されており、今後築堤及び河床掘削を実施するとともに、中流の多古町等からの早期

改修の要望にこたえるべく事業の進捗を図ります。また、河口部においては、津波対策に

ついても早期に対策の実施が求められています。 

 視点（３）のコスト縮減や代替案の可能性は、代替案として調節池の設置等によって流

出抑制を図る方法が考えられますが、６割以上の工事が進捗した現在の状況では、調節池

を設置するよりも今まで改修した河道の能力を有効に活用できる単独の河道改修案のほう

が有利であると判断しました。 

 今後は、河川整備計画に定めた整備区間のうち、残事業区間について事業を継続し、津

波対策事業を追加して計画的に事業完了を図りたいと考えております。 

 栗山川の整備については、河道整備計画の目標 
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 １、目標流量を安全に流す、目標津波を越水させない。 

 ２、動植物の生息、生育環境の確保に努める。 

 ３、地域住民等の河川利用を考慮した親しめる水辺空間の創出に努める。 

として、川幅の拡幅、河床の掘削、築堤等を行いたいと考えています。 

 以上で、栗山川事業再評価について説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願い

いたします。 

○小田座長 御説明ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明にありました栗山川事業再評価につきまして、御討議をよ

ろしくお願いしたいと思います。御意見、コメント、御質問等ございましたら。 

 いかがでございましょうか。 

○伊藤委員 今御説明がありましたとおり、今後の事業についてもＢ／Ｃも 2.8 とかなり

高い。この辺は治水に対してよろしいかと思うんですけど、計画の目標値である動植物の

生息の絡み、２番ですが、私ども水道関係をやっておりますので、この辺の栗山川の水質

の維持保全、また浄化について、ある程度河川改修をしていただければ濁質とかいうのは

下がると思うんですけれども、根本的に２番について何か対策とかを考えておられるのか、

お聞きしたいんですが。 

○小田座長 環境、特に水質浄化についてどうかという御質問でございます。いかがでし

ょうか。 

○事務局（佐藤課長） 栗山川の水質につきましては、木戸大橋、粟島橋、新井橋の３ヵ

所ではかっております。これといって改修の上で水質の浄化等ははかっておりませんが、

できる限り環境保全としてリンだとかというものの多量の使用を控えてもらうような啓発

は図っていきたい、このように考えております。 

○小田座長 よろしいでしょうか。 

○伊藤委員 浄化となると、やっぱり行政のほうにも排水の関係とかいうのも協力してい

ただかないとなかなか難しいところがあるんですが、あと、川自体の持っている力として

水生の植物、生物というものをふやすとかということによってある程度浄化が図れると思

うんで、今回の河川改修で、先ほど言いました濁度とか濁りとかいうものは緩和されると

思うんですけれども、それに伴ってそういう生物とか植物がふえるような状況にしていた

だければ幸いだと思います。 

 ありがとうございました。 
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○小田座長 どうもありがとうございます。 

 ミズヒマワリを除去されているということですので、こういった外来植物を除去すると

水生植物とかが繁茂するのではないかと、ちょっと期待が持てるかなと思いますけど。そ

ういう形でよろしくお願いいたします。 

 ほかに御質問、御意見ございますか。 

○谷城委員 動植物のお話が出たものですから、連鎖した話をさせていただきたいと思っ

ています。 

 16 ページの洪水に伴う浸水状況の地図なんですが、見ますと、多古町のほうからも早

期改修の要望が出ているということなんですけれども、このあたり実は何か湖のように見

えますが、九十九里平野よりも 0.5ｍぐらい標高が低いところでございまして、昔から大

雨が降ると河川の氾濫を繰り返してきたところです。だから、借当川と栗山川の本流との

合流面に大きな湿地があるんですが、これが大雨が降るといつ氾濫していたものですから、

その水を逃がす場所、氾濫原、遊水池として機能してきたところです。ですから、長い間

農耕地に利用されずに、ずっと今まで、現在でも広い湿地として残っているところです。

氾濫を繰り返してきたということです。 

 しかも、長い間このプール状になったところは海の入り江でございまして、潮水が長く

入っていたところです。現に多古町のあたりの水田では、今でも田んぼに、稲刈りの後田

面に塩の結晶が出てくるというところが結構ございます。とにかく標高が低い。ですので、

大雨の際には洪水が本当に心配されるところで、とにかく住民にとっての安心と安全が守

られなければ、それが何しろ第一でございますので、経済効果等の問題も、お金の問題も

随分詳しくお調べいただいているところですが、安心・安全を図るために何としてもこの

工事は進めていかなければいけないだろうと思われます。 

 篠本新井地区のほうでは、今圃場整備もなされていまして、基盤を少し嵩上げして水田

を高く維持していくということです。 

 続きは後でさせていただきます。 

○小田座長 よろしくお願いいたします。 

○司会（高橋） 済みません、議事の途中でございますが、間もなく 14時 46 分になりま

す。１分間の黙禱を捧げたいと思います。御起立をお願いできればと思います。 

 それでは、合図をさせていただきます。 

 黙禱。 
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〔黙     禱〕 

○司会（高橋） ありがとうございました。お直りいただきたいと思います。 

 それでは、議事の進行につきましてよろしくお願いいたします。 

○小田座長 それでは、続きをお願いします。 

○谷城委員 それでは、続けさせていただきます。 

 ということで、何とか洪水対策をやっていかなければいけないということなんですが、

こういう特異的な非常に特徴のある地域でございますので、実は長い間入り海であった影

響もあって、特徴的な植物もたくさん見られます。先ほど言いました借当川と栗山川との

合流部のところは、実は 2000 年に、多古町と光町にまたがったところにあるものですか

ら、多古光湿原ということで、そこの湿地については多古光湿原と呼ばせていただきます

が、世界で初めて新種の植物が見つかりまして、実はそこだけです。 

 ムジナクグと言うんですが、生物には世界共通の名前があります。学名と言うんですが、

学名をカレックスタコエニシス、多古町で発見されたものですから、タコエニシスと言い

ます。実に多古町の名前が植物の学名についているという場所です。20 年前に発見した

個体を世界に登録したわけです。ただ、多古町のほうでは何の反応もありませんで、非常

に重要な特徴的な目玉商品なんですが、ここにございます。何か多古町のほうでもいろい

ろ、利用と言っては変ですが、もう少し大きく出していってもいいんじゃないかなと思っ

ている対象です。 

 それから、少し下流になりますが、粟島橋の近くなんですけれども、ここでやはりまた

新種が出ております。植物の新種ですが、堤防のちょっと内側になるんですけれども、ヤ

エノアマナと言いまして非常にきれいな花が咲く世界で初めての新種でございます。横芝

光町のほうに入る場所ですが、そういう非常に特徴的なものがあります。さっきの多古光

湿原のほうには、世界で唯一の植物だけではなくて、とにかく日本でも非常に少なくなっ

てしまった植物だとか、千葉県ではここだけとかというものがぎっしりと集まっている場

所が多古光湿原で、借当川と栗山川本流の合流部のところです。 

 そういう非常に貴重な植物がたくさんある場所がある。これは、とりもなおさず、この

地形が形成要因になっているんじゃないかなと私は思っています。こういった内陸部のほ

うが海岸よりも標高が低いなんていうところは、長い間入り海になっていた場所が内陸部

に存在するという場所は、全国を見てみてもほとんどありません。こういう特徴的な場所

だからこそ、そういう世界にここしかないというものが存在していると。 
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 ですから、ちょっと話を戻しますが、大雨による洪水によって冠水する場所が多い場所

ですので、住民の生活にとっては本当に不安でならない。河川の堤防工事とか、あるいは

河道の工事をずっとやっていく必要があるかと思うんですが、あわせて工事の際にそうい

った植物、生物についての配慮というものをしっかりやっていかないと、せっかくここに

あるものをだめにしてしまうということになってはいけませんので、いろいろそういった

角度からも検討いただきながら進めていただきたいと思っております。 

○小田座長 どうもありがとうございます。 

 今の御意見、環境に留意してということで工事を進めていただくということでよろしい

かと思います。 

 どうぞ。 

○菅澤委員代理（岩澤副町長） 今の谷城先生のお話にもありましたが、多古は、今は古

い町と書いておりますが、昔は多い湖の町と書かれた時代もあったというぐらいに湿地帯

が多い地域でした。この文中にもありますように、この工事につきましてはできるだけ早

く上流のほうに進めていただきまして、住民の安全のためにも、費用対効果等の数値も非

常に高いものが出ておりますので、ぜひ早い着工、早い完成をお願いしたいと思います。 

 また、先ほどありました世界でも珍しい貴重な資源につきましては、町としても重要な

資源として採用させていただきたいと思います。 

○小田座長 どうもありがとうございます。 

 ほかに御意見、御質問ございますでしょうか。 

○石井委員 栗山川漁協の石井でございます。 

 栗山川の支流である高谷川は、今まで埋まっておって非常に水の流れが悪かったわけで

すが、おかげをもちまして直線になって非常に流れがよくなったということで感謝申し上

げます。 

 それと、１点ですが、本日多古町から副町長さん、またほかの方もおいでのようですけ

れども、多古大橋、道の駅の下の河川側ですが、昨年度工事をやりました。川のほうを通

れるように橋の下を通れるような道路をつくったわけですが、あの際に私のほうで成田土

木さんと、山武さんも何か関係者がおいでかなと思うんですが、多古大橋は立派な橋がか

かったにもかかわらず、その残石ですか、コンクリ、もとの橋の残骸がほとんど下に落と

されたままなんです。ですから、あじさい祭りについても、非常にエンジンなんか壊すと

いうことと、漁業組合にしてもエンジンが壊れたという話を大分聞いているわけです。で
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すから、近くうちのほうも総会がございますが、「ひとつ、組合長話しておいてくださ

い」ということですので、多古町の安藤さんですか、あの工事をやった方、当然ああいう

立派な橋をつくったんですから、残骸だけはきちんと片していただければありがたいと思

うんですが、いかがでしょうか。 

 前回道路をやるときにお願いをしておったわけですが、「わかりました」ということで

したけれども、そのままなんですよね。きのう実はそこを通ったんですが、全く片してな

い。現在行ってもわかります。コンクリが出ておりますから、橋のすぐ下。ひとつ、お願

いができれば回収してもらいたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○事務局（佐藤課長） 今の御意見につきまして、もうちょっと詳しいことをお聞きした

いと思いますので、もう一度お願いできますでしょうか。 

○小田座長 その辺の話しは、後でまたしっかりとやっていただきたいと思います。 

 ほかに御意見、御質問ございますでしょうか。 

 はにわ博物館館長の福間さん、いかがでしょうか。 

○福間委員 福間でございます。 

 文化財を担当しておりますが、私のほうは、今までお話を伺った限りにおいては用地内

の中での処理ということでございますので、周りには例えば中世の畑の跡であるとか、あ

るいは河口のところでは佐倉藩の陣屋の跡とかいうものがあることはあるんですけれども、

伺った限りにおいては用地内での処理ということですので、一応お話をお願いしたいと思

いますが、担当される部局と特段改めてお話しすることではないかなと思っておりました

ので、何も言いませんでした。 

○小田座長 どうもありがとうございます。 

 もし工事してまた何か出てきたら、福間さんのほうにお声かけいただければと思います。 

 それから、多古町の木川様いかがですか。御意見ございますか。 

○木川委員 多古町の木川です。 

 25 ページの浸水区域のところを見ていただければわかりますが、多古町は非常に良質

な米の取れる地域なんですけれども、栗山川の両脇、横芝光と多古町は洪水が起こると多

古町の産業は大打撃を受けるということになりますので、下流から大分工事が進んでいる

ようですが、ぜひ早い工事をお願いしたいと思います。 

 それと、一つ心配なのは、最近日本各地で、要するに集中豪雨ですか、大量に降ったり
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とか過去に例のない雨が降っていますので、もしこの北総地域、栗山川流域にそういうこ

とが起こらないとも限りませんので、工事が終わらないうちにこういう集中豪雨が起こる

と、まさにこのような多古町水没の危険も考えられますので、できるだけ早い工事をお願

いしたいと思います。 

○小田座長 どうもありがとうございます。 

 それでは、匝瑳市長代理の茅森様いかがでしょうか。 

○太田委員代理（茅森建設課長） 実は 29 ページの後半のほうなんですが、津波対策と

いうことで事業の必要性ということで述べられております。堤防の嵩上げ等をやっていた

だきますと、地域住民のほうも安全・安心ということで非常に期待されている事業だと考

えております。 

 まず、いわゆる本川が堤防で嵩上げされたときに、実は匝瑳市のほうでもあったんです

が、支川の小さい河川が大分本川に接続されていると。本川の堤防が嵩上げされて、なお

かつ古い小さな河川がもしそのままの状態ですと、ちょっと不安があるというようなお話

も地域の方から出されているんですが、いわゆる堤防を嵩上げした部分と、小さな河川の

接続部分の処理と言いますか、何かそういうアイデア的なものが、もし参考になるものが

ありましたらお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○小田座長 今の支川の処理につきましていかがでしょうか。 

○事務局（佐藤課長） 栗山川に限らず支川はあると思いますが、一応支川の処理につき

ましては管理者のほうでお願いしたいと考えております。ただ、嵩上げの方法だとか、ど

ういう構造物がいいだとかという御相談には乗れると思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○小田座長 よろしいでしょうか。 

 ほかに御意見。 

○豊川委員 今のお話に関連してですが、やはり支川の処理というのはどうしても出てく

るわけですね。でないと、河川改修の効果が末端まで及ばないという問題が出てきますの

で、支川についても、さっき言った同じように水門方式とバック堤方式と両方あるわけで

すが、いずれにしても、これはさっき言われたように管理者の方がやらなきゃしょうがな

いわけですけれども、例えば、かつて私なんかが担当した土地改良事業でやる場合は、地

元の皆さんの判こをちょうだいしないとできないわけです。 
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 ということで、もとの工事から含めて、いわゆる栗山川の改修から含めて末端に至るま

での決定結果が、地元の皆さん方が了承していただけるような話が広く伝わっていないと、

すぐに末端の小排水路、特にここ九十九里沿いは砂丘列ですからたくさん排水路が入って

きていると思うんですが、それの処理というのが、なかなかすぐいろんな事業で対応がで

きなくなるという問題があると思いますので、あらゆる機会を通じて「末端の整備までや

らなきゃだめなんだよ」ということを伝えていかないと、ちょっと難しいかなと思います。 

 以上です。 

○小田座長 ありがとうございます。 

 支川については管理者の方がいらっしゃいますので、そういうところは住民を含めてい

ろいろお話し合いをしていただければと思います。 

 ほかに御意見、御質問ございますでしょうか。 

 おおむね御意見、御質問は出そろったと考えてよろしいでしょうか。 

 まだ時間は早いので、もし「これは言っておきたい」ということがあれば、どうぞ。 

○谷城委員 大分上流のほうなんですが、旧栗源町です。助沢というところがありますが、

栗山の最上流に当たるほうです。現在河川の工事が進められているようで、今まで土水路

だったところが、多分、周りが水田ですので土が流れ落ちて崩れてくる関係でしょうか、

護岸工事をしております。 

 そこに、千葉県のレッドデータブックと言うんですけれども、絶滅が危惧される植物一

覧ということで掲載されているナガエミクリと呼ばれる植物が、その土水路一面に生えて

いて、県内で最大の群落です。というか、現在のところはそこしかないわけですが、それ

が工事によって全部剥ぎ取られて、まだ何個体か残っているかもしれませんけれども、ほ

ぼ消滅状態になっています。 

 そういった事業を進める上で、国も県もレットデータブックを整理して一種の指針が出

ておりますので、それに該当するような植物が存在する場合には、文化財と同じような扱

いでそれなりの配慮をしていくということが必要だろうと思います。全く無配慮でやって

おるようでございますので、ちょっとこれはいかんなということで、工事元と少し対応を

協議いただければと思います。 

 栗源町の浅黄から助沢にかけての水路部分で改修しているところですが、ナガエミクリ

だけではなくてコウホネと言いまして、河の骨と書いて「コウホネ」と言うんですが、何

で骨と言うかというと、根系が人間の死体の背骨のような感じで、河にある骨ということ
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で河骨――コウホネと言うんですが、栗山にはかつては幾らでもあったわけです。 

 特に、多古橋川ですとか高谷川にはたくさんあったんですが、今は県内では千葉市の都

川の河川と栗源のそこだけということで、それも、コウホネの場合は、栗源の浅黄のやつ

はそんなに広い範囲ではありませんので、すぐ工事によって消滅してしまう可能性もある

ということで憂慮されますので、ぜひ対応をいただければと思っております。 

○小田座長 一応、環境のほうも確保に努めるということでうたってございますので、そ

ういうコウホネ、ナガエミクリといったものもレッドデータブックに載っていると。レッ

ドデータブックの中には、繁茂している場所とかも載っているんですか。 

○谷城委員 植生は載っております。 

○小田座長 それは聞いていただければ教えてもらえるということですね。 

○谷城委員 はい。 

○小田座長 そういうことだそうですので、今後工事を進めるに当たりましては、そこら

辺も見ながらやっていただければと思います。 

 どうぞ。 

○佐藤委員 当町横芝光町は合併して今７年目を終わるところで、この４月から８年目に

向かうわけですが、この横芝、そして旧町の光とあって、その間に栗山川が流れていて、

合併当初の町のサブタイトルが「栗山川の流れがはぐくむ人・自然・文化の共生するま

ち」というようなものがございまして、私も、この栗山川に対しての思いというのは、多

古さんにしろ思いはいろいろあるんでしょうが、特にこの横芝光町というのは、栗山川と

いうのが以前は平安の時代から上総、下総の国境であった部分もあったりするわけであり

ます。 

 その栗山川を横芝光町としてはある意味神聖なもののように敬いながら、そしてまた、

私たちも、住民も栗山川を大事にしながら、そしてまた、栗山川に大事にされながら人類

として生きていこうというような気持ちと姿勢がある中で、私も生まれも育ちも横芝で横

芝の駅前に住んでおって、今でも、たまたま去年はやりませんでしたが、栗山川に祭りの

ときにみこしを入れるという行事があるんです。 

 私は今は 55 歳で、当時入っていたのが 25 歳ぐらい、今は入っておりませんが、35 年

ぐらい前は泥沼で大変でした。泥川でというか、もう上がったときは臭くて臭くて消火栓

を一斉に浴びるような状況であったわけですが、最近は入っていませんけれども、大分い

いらしいんです。 
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 しかしながら、大分いいとは言っても、今の東京の江戸川なんかも結構澄んでいるよう

な状況が、さっきもお話がありましたけれども、やはり栗山川の水質は、皆さんも御承知

のとおり、房総導水路を使って館山のほうまで飲み水として使っている本当に貴重な水源

であるにもかかわらず、なかなか栗山川の水質の向上が、なされていないと言ったら語弊

があるのかもしれませんが、例えば、ちょっと県の皆さんにお伺いしたいんですけれども、

公共下水を推進していくということになると、公共下水計画ですとかというのは本来町が

進めてやっていくんですが、千葉県は公共下水率というのは比較的全国的には低いじゃな

いですか。 

 その辺が、今後県土整備部としてどのような位置づけでいるのか、また、私たちもやれ

るものであればやりたいけれども、実際は大金がかかる。多分、横芝光町がやろうと思っ

たら、200 億円、300 億円かかるだろうと。半分はいろいろ交付税参入されるとかという

話もありますが、それにしても 100 億円近いお金が必要な状況の中で、なかなかそれもま

まならない。 

 また、もう一つは、余り言いたくないんだけれども、上流の部分の問題も、これは横芝

光町だけきれいにすればきれいになるものでもないし、特に畜産業の問題ですとかという

のも、もうちょっと指導をよくするとかというようなことも考えていくべきではないかな

と。やっぱり、この栗山川というものを横芝光町全町民挙げて愛していきたいと思ってい

ますし、現実、平成 25 年度の一般会計予算の中で 500 万円で草刈り機を買うんです。栗

山川の堤防の草刈りをしようという趣旨で。 

 それぐらい町全体でこの栗山川に対して住民みんなに愛着を持ってもらうことによって、

２町の融和が図られればいいなという思いの中で、それを進めていきたいというところを

御理解いただいて、何か一言いただければありがたいなと思っております。 

 公共下水のことで、ちょっと。 

○鈴木所長 水質のほうの測定はある程度やっているということでございまして、環境の

面でも、ある程度保護ということで、河川改修におきましてはその辺の検討をして保護を

していきたいなということで考えてございますが、下水道計画につきましては、単独でい

くのか流域でいくのか、いろいろとあると思うんですけれども、これについては周辺の市

町村等からいろいろと御要望とか挙げていっていただいた中で検討していければなという

ことで考えておりますので、その辺は今後よろしくお願いいたします。 

○小田座長 今後いろいろまたやっていただけるということだと思いますが、水質につい
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てはある程度工事の前後調べながらということになっていくと思いますので、河川のほう

としてはできるだけそういうところから攻めていければなとは思いますけれども。 

 どうぞ。 

○谷城委員 川の持っている機能という面なんですが、今河川改修、河道改修等でさまざ

ま直線的な水路だとか、特に今まで谷津と言われていたところの奥のほうは、みんなＵ字

溝だとか三面コンクリート護岸だとかで直線の単なる水路になっています。栗山川も、そ

ういう単なる水路を目指していったんでは水質浄化につながるわけがない。川というのは、

本来一定の浄化能力も持っていますので、少々の汚濁、汚水についても、浄化できる能力

を持っていたわけです。 

 特に、岸辺の植物等について十分な植生を確保しておかないと、そういう浄化能力は失

われてしまいますので、堤防工事に伴う法面の拡張だとかに伴って植生帯が失われるよう

なことになってくると、かなり河川の浄化能力は失われる。栗山川が単なる水路になって

はいけない。やはり、水辺と親しめる多くの生きものがそこに生息できる、そういう浄化

能力を備えた河川、真に自然に恵まれた河川を目指していかなくちゃいけないんじゃない

かなとは思われます。 

 今、例えば横芝町の市街からずっと海洋のほうを眺めてみると、岸辺の変化というのが

非常に乏しくなってきている。もう少しよどみだとか深みを残したような、つまり、漁業

における二次生産まで加味したような、魚がそこで産卵しやすい場所を確保する。直線的

なところでは魚は産卵できませんので、一生懸命稚魚を放流したりすれば一定量置いてお

くことはできますが、二次生産がきかない。再生産がきかない。放流していかなければい

なくなってしまう。 

 まして、海から遡上して産卵するような種類もありますので、そういった遡上してくる

魚も産卵場所がなくなってしまえば遡上してこなくなる。産卵場所というのは、今言った

ように岸辺の植生帯、抽水植物と言いますが、上半分ぐらい地上に出ていて、下半分ぐら

いが水の中に沈んでいる。魚というのはそういうところに産卵しますので、産卵の床と書

くんですが、産卵床というものを維持できるような岸辺の自然をしっかりと考慮に入れな

がら工法というものを取っていかないと。 

 私は単なる水路になってほしくないと思っているほうですので、これは両総用水の導水

路として機能している部分もありますので、一定はしょうがないんですが、しかし、それ

を何とか少しでも解消できるような、だから普通の川よりもさらにもっと岸辺に配慮した
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十分な工法をしていかないと、栗山川の浄化能力、栗山川の本来の機能というのは維持で

きないんじゃないかなというふうな考えでおります。 

 旧山田町の山倉神社のほうにも大分今サケが遡上しているようですが、上流へ行くとも

う遡上できなくなってストップしてしまうという大分かわいそうな状況もありますので、

そんなところも住民が一体になってサケが上ってきた様子を観察できるような、そんな雰

囲気づくりをしていくなんていうことも大事になってくるのかなという気はしております。 

 それからもう一つ、長くなって済みませんが、ミズヒマワリという国から特定外来植物

扱いをされているとんでもないやつが栗山川に生えていると。これはこの前県の自然保護

課の人たちとも話しましたが、栗山川に特異的な様子です。ほかの河川にはないんですよ、

栗山川だけなんです。 

 何で栗山川に出てきたのか。まず、外来のものが、よそ者が内地に入ってくるというの

は一体何なのかと言いますと、普通は入ってこられないんです。よそ者というのは、普通

は原住民のところには入ってこられないんですよ。どういうことかというと、植物という

のは見えないけれども、非常に種間競争と言いましてお互いに違った植物同士がものすご

い競争をし合っているんです。口ききませんよ。話しもしませんから、「おまえら競争し

ているのか」と言ったってそれはわかりませんが、ものすごい競争があるんです。 

 在来の植物たちが、一生懸命競争して安定した植生をつくり上げているのが植物の世界

なんです。そういった植生帯をあんまりいじってしまいますと、そこに種間競争の空白地

帯が生じるわけです。空白地帯というのは競争がありませんから、新しいものが、新参者

が入ってこられる場所になってくるわけです。帰化植物というのは、そういうところに生

えてくる。 

 栗山川は、こういう懇談会なんかも設けてそういった自然にも配慮したような工法をい

ろいろ検討しているわけですが、残念ながらミズヒマワリが繁茂しているということは、

植生帯が本来の自然のものではなくなっているということなんです。外来植物が入り込み

やすい、在来のものが攪乱されている状態になっている。安定していないと。 

 ですから、駆除ということで排除する仕事も今継続してやっているようですが、排除だ

けでは済まない。岸辺というものを、もう少しそういった外来植物の進入を阻むような形

での見方で考えていかないと、先ほども申しましたように、ある程度変化に富んだ在来の

マコモだとか、ヨシだとかというものが自然にそこで生えていけるような場所をつくって

いくと、外来の新しい遺伝子構成というものは入ってこられなくなる。そういうことです
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から、そういうこともあわせて今後検討していく必要があるかなとは思っております。 

 以上です。 

○小田座長 どうもありがとうございました。 

 外来植物が入ってくるのは、どうも自然が乱されたのではないかと。確かにそういう点

もあるかとは思いますので、今後、ミチゲーションの考えではないですが、そういったこ

とも含めて自然に配慮したような工事、今やられているかとは思いますけれども、またさ

らにそこら辺注意して検討していただければと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 ほかに御意見ございますか。 

○布施委員 借当川の布施と申しますが、堤防の管理についてお尋ねしたいと思います。 

 私も借当川の堤防については、年に１、２回刈って管理をしているわけですけれども、

本来河川管理者は千葉県ということのように聞いておりますが、こういう堤防の管理とい

うものについては、どのような考え方を持っているのかお尋ねしたいんですけど。 

○小田座長 いかがでしょうか。 

○事務局（佐藤課長） 堤防の管理という御質問なんですが、一応我々の堤防の管理と言

いますと、皆様が河川利用ができやすいように、例えば今河川管理用通路がございますけ

れども、そういうもので河川の堤防の管理をする。例えば、崩れているところを見つかる

ようにするだとか、そういうのは草刈りをして異常なところが見つかりやすい。要は、管

理しやすいような状況を保つための草刈りと認識しております。 

○布施委員 その草刈りの作業というものについては、県がやるということであれば、経

費も千葉県が出すということになるんですか。 

○事務局（佐藤課長） そうなります。 

○布施委員 しつこい質問になって申しわけありませんが、借当が特に堤防が将来の拡幅

に備えて買収されておって、現在堤防の面積がかなり広くなっている状況なんです。それ

で、管理道路も当然ありますが、私ども歩行者も使っていますから、そういう意味で放っ

ておきますと作業道路としての支障を来すということで、かなり細かくやっているつもり

ですけれども、組合員の中から、「何で二級河川の堤防を自分らが」というような疑問の

声も出てきておりますので、その点について質問させてもらっているわけですが。 

○事務局（佐藤課長） わかりました。借当川につきましてもうちょっと詳しいお話を聞

きたいと思いますので、後ほどでよろしいでしょうか。済みません。 
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○小田座長 では、詳細は後ほどお話し合っていただければと思います。 

 ほかに御意見、御質問ございますか。 

 かなり活発な御意見等をいただいたかと思うんですが、よろしいでしょうか。 

 それでは、まだ時間はございますが、ただいま御説明、御討議、御審議いただきました

結果をもちまして、県の対応方針どおり栗山川事業再評価ということで今後とも実施して

いくということで、御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○小田座長 どうもありがとうございます。 

 それでは、ただいまの意見等を含めまして規約の第３条８項をごらんいただければと思

うんですが、そこに書いてございますとおり、きょうの意見、事業評価についての審議の

結果につきまして、意見を取りまとめて座長の私が千葉県知事のほうに文書宛てで後日提

出させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の流域懇談会の座長の務めはここまでとさせていただいて、マイクを司

会に返させていただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○司会（高橋） ありがとうございました。 

 小田座長には議事進行をしていただき、ありがとうございました。また、委員の皆様に

も、熱心な御討議をいただきましてありがとうございました。 

 以上をもちまして本日の流域懇談会は終了とさせていただきますが、委員の皆様、並び

に傍聴されました皆様には、何かお気づきの点がございましたら、事務局まで、様式は特

に問いませんので、お知らせいただけたらと思っております。 

 

今後の予定について 

 

○司会（高橋） 次に、今後の予定でございますが、本日の資料、そして議事内容の公開

につきましては、県庁の河川整備課、県庁の河川環境課、栗山川流域に係ります土木事務

所、そして千葉県文書館行政資料室にて行います。また、県庁ホームページでも閲覧でき

るようにいたします。どうぞよろしくお願いします。 

 それと、千葉県選挙管理委員会から千葉県知事選につきまして依頼がございましたので、

この場をおかりしまして皆様に御案内をさせていただきます。３点ほどございます。 
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 １点目ですが、３月 17日日曜日は千葉県知事選の投票日でございます。 

 ２点目でございますが、３月 16日の土曜日まで期日前投票をすることもできます。 

 ３点目でございますが、千葉県知事選の過去の投票率は全国的に見て低い水準にとどま

っていますので、１人でも多くの方々が投票に行きますよう御協力をお願いしたい、との

ことでございました。どうぞよろしくお願いします。 

 以上をもちまして、「第６回栗山川流域懇談会」を閉会とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 

閉     会 


